
平成２８年第４回議会定例会大綱説明及び行政報告 

（Ｈ２８．１２．５） 

 

 本日、議員の皆様のご出席をいただき、平成２８年１２月第４回町議会定例

会が開催されますこと厚くお礼申し上げます。提出いたしました議案のご審議

に先立ち、先の９月議会定例会以降の主要な取り組みにつきまして、ご報告を

させていただきます。 

 

 町民の皆様による実行委員会方式で、１６年ぶりに町民体育祭を１０月１０

日に開催することができました。各区から選出された部会員の皆様には計画段

階から当日の運営まで真剣に取り組んでいただきました。また、各事業所から

も多くの方々にご参加いただき、当日は総勢で約１，５００人の皆さんが競技

や応援などを繰り広げていただき、大成功のうちに終えることができました。

たった一日のほんの数時間でありましたけれども、子どもから老人まで笑顔で

集うことのできる場として、今後も大切にしていきたいと思います。 

 １１月３日には、毎年恒例の東栄フェスティバルを開催、本年度は国民文化

祭として長野県天龍村の坂部の冬祭り、浜松市佐久間町川合の花の舞、豊根村

山内地区の花祭りの実演も同時開催となりました。今まで以上に来場客も多く、

特に食べ物ブースは午後２時ごろ完売するなど、盛況裏に終了することができ

ました。これを機会に、来年度も近隣市町村の民俗芸能を同時に上演できるよ

う検討していきたいと考えています。 

 

 次に町政功労者表彰につきましては、地方自治と産業振興にご尽力された２

名の方を１１月５日に表彰させていただきました。元中日ドラゴンズ・山崎武

司氏による文化講演会も開催しました。翌日は、シルバーまつりや町民芸能祭

りも開催され、多くの皆様にご来場いただきました。 

  

 １１月15日からの4日間を中心に、東京において全国町村長大会をはじめ、

全国山村振興連盟、全国過疎地域促進連盟、全国治水砂防、全国簡易水道整備

促進、中部国道協会などの総会や大会が開催され、来年度に向けての決議を行

い、国会議員や国への要望活動を行ってまいりました。また、２４日には愛知

県及び中部整備局に対して、奥三河幹線道路整備促進協議会等により、道路整

備の要望会を行いました。 

 

 11 月 27 日には、国民文化祭・あいち２０１６、こども和太鼓フェスティバ

ルが大治町で開催され、東栄小学校和太鼓クラブが出演し、楽と東栄小学校の



校歌の 2 曲を演奏しました。わたくしと副議長でお邪魔し、子どもたちに激励

をさせていただきました。当日は、大治町長、教育長、副議長に、ご丁寧にご

案内いただいたところであります。今後も大治町とは行政・議会も含めて、両

町民同士の交流を目指して取り組んでまいりたいと考えますので、よろしくお

願いいたします。 

 

 それでは、課ごとに主なものをご報告させていただきます。 

 総務課関係であります、人事評価制度については、全職員が一次試行を実施

しており、今月の 19 日には被評価者及び評価者の研修会を行うこととなって

おり、本年度の試行後に検証と制度修正などを行い、29 年度から本格的に取り

組みます。公共施設管理計画については、まもなく案がまとまりますので、パ

ブリックコメント手続きを終えた後、計画の公表をすることとなります。（議会、

区長会）そして、個別の具体的な検討を進めてまいります。 

 行政と自主防災会での合同防災訓練は、本年度は実施しないことはお伝えし

ておりますが、熊本地震へ職員を 2 名派遣しましたので、その報告会と講師を

お招きして、防災講演会を来年 1 月以降で開催する予定であります。職員はじ

め、議会、区長会、消防団へもお願いし、町民のみなさまに参加をお願いして

まいります。 

 次にふるさと納税についてです。他の市町村に比べて遅くなりましたが、11

月 1 日から東栄町ふるさと寄付金（ふるさと納税）制度をリニューアルして始

めさせていただきました。制度活用により地域活性化につなげるため、独自の

魅力を楽しめる返礼品を用意しました。11 月末現在で１７件、1,702,600 円

という状況であります。現在も、問い合わせや仮受付などは随時対応をしてい

るところであります。 

  

 税務会計課については、広域連合が始まり、滞納整理事務を１０件移管し対

応をしていただいています。また、町としても、各課、係が連携し 12 月は集

中徴収（税始め国保料、介護保険料、水道料など）を実施いたします。現年度

分の全体の滞納額は 5５0 万円余りとなっています。 

 

 振興課関係については、観光協会設立に向けて、11 月までに設立準備会を 7

回開催し、東栄町観光振興について取り組み事項をまとめてまいりました。そ

して「東栄町観光まちづくり協会（仮称）」を来年 4 月 1 日に設立するにあた

り、観光振興の取り組みを体系的にまとめ、11 月 28 日の東栄町観光推進協議

会に報告し、ご了解をいただきました。今後は、議会、区長会にも報告させて

いただき、1 月から会員募集と愛称募集を始めていきたいと考えています。町



民の皆様には、1 月中旬に設立準備会のメンバーによる報告会と観光まちづく

り講演会を予定しています。多くのみなさまにご参加いただきたいと思います。

また、協会の事務所は旧東部小学校校長室（現のき山学校）に開設したいと考

えています。また、事務局員として地域おこし協力隊員を現在募集しておりま

す。 

 次にまちづくり基本条例についてであります。平成 27 年 9 月から検討会議

を重ねており、2 年目になりますが、可能ならば年度末までに骨子案を策定し

たいと思います。12 月 15 日には、検討会議のメンバーがグループごとにまち

づくりについての発表をする予定であります。 

 町営バスの運行については、北設楽郡公共交通活性化協議会東栄町分科会を

10 月 25 日に開催し協議いただきました。特に東栄線の「東栄病院からの帰宅

便の増発」要望については、来年 4 月からの試行運転開始に向け、ニーズ調査

を実施することとしました。 

 

 地域支援課ですが、集落カルテについては現地調査を西薗目地区、足込地区

に担当職員が入り、実態調査を進めています。まだまだ手探りの状況ですが、

着実に進めてまいります。また、東栄町ふるさと応援隊については、制度とし

て確立できるよう現在取り組んでいます。平成 29 年度からスタート出来るよ

う進めてまいります。 

 移住定住については、移住定住パンフレットを作成し広くＰＲをしていくこ

ととなっています。間もなく第 1 弾のパンフレットが完成しますので、引き続

き若者定住奨励金や定住補助金の紹介、空き家の紹介などを積極的に行ってま

いります。 

 

 住民福祉課では、10 月 1 日から資源ごみのストックヤード（集積場）が始

まりました。みなさんから出された多くのごみ（段ボール、新聞紙、雑誌、ビ

ンなど）が資源として回収できました。今後も町民の皆様にはごみの減量に努

めていただきたいと思います。今後は、要望のありました油の回収も含めて検

討してまいります。 

 おいでん家（高齢者等生活支援拠点施設）については、月地区、三輪地区の

施設改修が完了し、活動を開始していただいております。12 月中にわたくしも

お伺いする予定であります。 

 地域包括ケアシステム構築については、医療・保健・福祉・介護それぞれの

役割を担っています。病院を中心にこの四つの事業を統合（連携）して実践で

きるしくみをつくりたいと考えています。現在、地域包括ケア推進準備室にお

いて、研究検討を進めています。12 月中には人も含めた全体的な仕組みをつく



ってまいりたいと思います。そして、今年度中には「東栄町医療構想推進計画

書」としての素案を策定してまいりたいと考えています。 

 統括機能としての、役場、社協、包括をひとつにした総合統括機能をつくり

たいと思っています。第１段階として、社協と包括が、これまで築いてきた強

みを生かして、共に専門性を活かして連携して取り組んでいくことが、住民の

ためにも職員のためにも必要ではないかと感じています。そのためにも来年 4

月から一緒にしたいと考えており、現在調整中であります。 

 病院の電子カルテの整備については、来年 3 月中の稼働に向け、進めており

ます。設楽町津具診療所及び豊根村診療所も同時に整備を行っています。来年

度は、3 町村で電子カルテ地域連携システムを導入し運用ができるよう準備を

進めてまいります。 

 保育サービスの充実を図るため、10 月 28 日(金)に保育園保護者のみなさん

と懇談会を開催し、意見交換をさせていただきました。その後は、本郷保育園、

下川保育園において、再度アンケート調査などを自主的に行っていただいてい

ます。今後は、いろいろなご意見を伺った中で、将来の保育園のあり方、保育

環境の充実、要望の多い延長保育サービスなど、保育園が多様な機能を果たせ

るよう保育士の配置や施設整備などをしっかり研究検討してまいります。認定

子ども園についても、しっかり勉強をしなければいけません。そのためにもま

ず現場で働く保育士が制度を理解していただくための勉強会（研修）を計画し

ています。また、機会をつくって先進地視察を職員や保護者の方々にも参加し

ていただき、実施したいと考えています。 

 インフルエンザの予防接種についてであります。現在 65 歳以上の方は半額

を補助しています。来年度から中学生以下のインフルエンザの予防接種の無料

化を実施したいと考えています。 

 

 経済課につきましては、11 月 25 日に東栄町産業経済活性化推進協議会を開

催し、農政・林政・商工それぞれについて取り組み等をご報告させていただき

ました。先ずその中で、今回の議会でも議案としてお願いしております農業委

員会法の改正についてであります。詳しくは後で説明いたしますが、選挙から

市町村議会の同意を要件とする市長村長の任命制となることや、農業委員のほ

かに農地利用最適化推進委員を設置するなど、大きく改正がされます。 

 農政関係では、中山間地域等直接支払では川角、大下田、桑原、上古戸の 4

集落１０２，４９５㎡を対象に行っており、交付金は１，５６０，９９９円で

あります。また、多面的機能支払制度についても、川角、大下田、桑原、上古

戸のそれぞれの地区環境保全会が用水の管理や草刈り等の環境整備を行ってい

ただいています。本年度は川角地区が優良組織として 12 月 3 日に愛知県農業



農村多面的機能活動表彰を・愛知県土地改良事業団体連合会長表彰を受賞され

ました。 

 特産品開発等事業補助金については、ふきご飯の素の開発、販路拡大に対す

る支援を行いました。 

 林政関係では、あいち森と緑づくり事業において、平成 28 年度の間伐面積

の見込みは１２７．７ｈａ、調査面積は２２７．２８ｈａとなっています。豊

川水源基金助成事業も順調に進捗しております。 

 里山林環境整備事業（見通し明るく皆伐大作戦）については、公道から概ね

３０ｍの範囲を皆伐、１０アール当たり 10万円補助をする制度でありますが、

10 月末現在で 61 アール 61 万円の補助にとどまっています。今後も引き続

き利用促進を図ってまいります。（制度見直しも検討してまいります。） 

有害鳥獣駆除事業につきましては、10 月末現在でいのしし以外は昨年度の駆

除頭数は減っている状況であります。 

商工関係では、商工振興事業については、商工会への事業に対して補助金を

交付し、組織の強化と商工業の振興を図っているところであります。消費者行

政では、本年度 4 月 1 日から東三河広域連合による東三河消費生活東栄相談室

が開始されました。 

商工会青年部で実施されました本年度の婚活事業は、女性 16 名、男性 15

名参加され、4 組のカップルが誕生しました。今後ゴールできるよう見守りた

いと思います。 

とうえい温泉につきましては、機械故障による休業もございましたが、利用

客は前年度より増加傾向であり安堵していますが、今回の補正予算で修繕料の

増額をお願いしているところでありますが、安定した営業ができるよう対処し

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

宅配サービス（移動販売車）については、商工会に委託事業として行ってい

ます。昨年 11 月からスタートし本年 10 月までの 1 年間の売上実績について

は１５，６３０，８２７円（税込）、稼働日数合計は２５１日で、毎月２０日前

後であります。利用人数の合計は７，６４７人、平均客単価は、２，０４４円

という実績でありました。今後も効率の良い販売運営に努めていただき、買い

物弱者対策として続けてまいります。 

東栄ＩＣ周辺整備構想につきましては、現在検討委員会において、構想案を

策定中であります。議会へも意見をお聞きする機会を持ちたいと考えますので、

よろしくお願いします。 

来年度に設けて、経済団体（商工会、森林組合、漁業組合）との懇談会等を

開催させていただきました。現在の事業検証や今後の課題などを役員や職員の

みなさまと意見交換をしました。現在の制度の見直しや新たな制度の検討など



協力しながら、具体的に詰めていきたいと考えています。特に漁協につきまし

ては、稚鮎等の放流事業補助だけでは課題解決できない状況でありますので、

早い段階で「振草川活性化計画」策定し、取り組んでまいりたいと思っていま

すので、それぞれのお立場でご協力くださるようお願いいたします。 

 

次に事業課についてであります。 

一般国道１５１号太和金バイパス（新太和金トンネンル）につきましては、

９月議会でもお話させていただきましたが、本年度末の完了であります。従い

ましして、開通式を豊根村さんとの共同で実施する計画であります。そのため

の予算を今議会へお願いしていますので宜しくお願いします。 

三遠南信自動車道につきましては、平成３０年度の東栄ＩＣ開通がこの地域

にとっての定住施策に明るい話題を提供していただいています。今後の定住施

策を進めるために、ＩＣの入り口付近にＰＲ用の看板（縦４ｍ・横５．４ｍ）

を設置しました。 

通学路となっています新橋北交差点付近の歩道設置工事の件につきましては、

２年以上かかってしまいましたが、何とか地権者の方のご理解が得られました

ので、早期工事に着手できるよう努めてまいりますので、お願いいたします。 

住宅リフォーム補助事業につきましては、当初予定していました３００万円

の予算を使い切る状況でありますので、今後の対応として１００万円の補正予

算をお願いし、住民のみなさまにご利用いただくことといたしました。 

町営住宅につきましては、新しい住宅には入居者がある状況に変わりありま

せんが、年数が経過している住宅は今の時代には合わない住宅状況であり、修

繕の必要な個所も相当あります。また、家賃が高いこともあることから入居者

がなく、現在空いている住宅も増えていますので、再度町営住宅のあり方をし

っかり検討していかなければならないと考えています。 

 

最後に教育委員会関係であります。 

１２月１７日土曜日、午前１０時から東栄中学校において、北設スポーツ教

室を設楽・東栄・豊根の３町村で中日ドラゴンズ野球教室が開催されますので、

ご案内させていただきます。 

１２月３日（土）に開催されました愛知県市町村対抗駅伝大会には、多くの

みなさんに応援に駆けつけていただきました。議員の方々もお出かけいただき

ありがとうございました。結果は１５位ではありましたが、選手の皆さんはじ

め監督、コーチ、関係者の方々の真剣な取り組みに心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。 

公営塾等希望に応じた学力を強化できるしくみづくりについては、現在、小



学校及び中学校保護者へのアンケート調査を実施しているところであります。

集計結果や学校関係者等の聞き取りなども含め、全国の事例なども調査の上、

今後、総合教育会議で議論してまいりたいと考えているところであります。ま

た、給食費についても検討してまいりたいと思います。 

最後になりますが、役場職員の来年度採用についてでありますが、第一次試

験において、一般事務職１名と保健師１名を内定させていただきました。ここ

数年間や本年度の退職状況も勘案し、第二次募集を民間企業経験者と新卒者と

分けて募集を行い、３０名の応募があり２４名が採用試験を受けていただいた

ところであります。今後は今月中に面接試験を行い、採用者を決めてまいりま

す。また、社会福祉協議会においても、職員募集を行い事務職は応募があり試

験を実施する予定でありますが、社会福祉士の応募者がありませんでしたので、

再度の募集を行う予定であります。 

 

報告が長くなり申し訳ございませんでしたが、議会へは今後も状況をしっか

りと伝えてまいりたいと思っていますので、何とぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

それでは、今議会に上程いたします議案につきましては、9 件でございます。

よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

では各議案について簡略に説明いたします。 

 

議案第８９号 東栄町農業委員会委員及び東栄町農地利用最適化推進委員の定

数を定める条例の制定については、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴

い、農業委員会の委員の選出方法の変更及び農地利用最適化推進委員の新設に

伴い、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数等を定めるためのも

のです。 

 

議案第９０号 東栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい

ては、平成２８年度人事院勧告に基づき、育児又は介護を行う職員の職業生活

及び家庭生活の両立を一層容易にするため、育児休業等の対象となる子の範囲

の拡大及び介護のため１日の勤務時間の一部につき勤務しないことができるよ

うにするものです。 

 

議案第９１号 東栄町町税条例等の一部改正については、地方税法等の一部改

正に伴うもので、法人住民税の税率の引き下げと、軽自動車税に環境性能割を

創設及びグリーン化軽減の１年延長が主なものです。 



議案第９２号 指定管理者の指定については、指定管理者選定委員会におきま

して、国民健康保険東栄病院の指定管理者候補として「社会医療法人財団せせ

らぎ会」が選定され、この議決を求めるものです。 

 

議案第９３号 平成２８年度東栄町一般会計補正予算（第５号）についてです

が、補正額は、４，１９９万１千円の増額補正であります。 

 主な補正内容は、総務費の財産管理費では、備品購入費として公用車購入に

３７８万３千円を新規計上しました。 

企画費では、ホームページ作成業務委託料に２３１万２千円を追加計上しま

した。 

民生費の障害者福祉費では、障害者医療費に３８７万４千円を追加計上しま

した。 

老人福祉費では、老人保護措置費に 1０３万５千円を、後期高齢者医療特別

会計繰出金に４１９万６千円を追加計上しました。 

臨時福祉給付金給付事業費経済対策分として、１，７１０万９千円を新規計

上しました。 

児童福祉総務費では、過年度の児童手当及び子ども子育て支援交付金の国庫

返還金として２０１万６千円を新規計上しました。 

農林水産業費の林業振興費では、有害鳥獣駆除委託料に１４３万９千円を追

加計上しました。 

温泉施設費では、修繕料として３３３万４千円を追加計上、温泉用備品購入

費として４４万９千円を新規計上しました。 

土木費の土木総務費では、住宅リフォーム事業補助金に１００万円を追加計上

しました。 

豊根村と共同で開催する、国道１５１号新太和金トンネル開通式典への負担

金として１５０万円を新規計上しました。 

道路橋梁維持費では、町道等の維持工事費に２００万円を追加計上しました。 

町ホームページの作成事業につきましては、年度内に事業完了が見込めない

ため、次年度へ予算繰り越しをします。 

 主な歳入ですが、町税では、個人町民税、固定資産税、軽自動車税及び町た

ばこ税を、本年度の歳入見込みにより１，５４６万１千円追加計上しました。 

 国庫支出金では、臨時福祉給付金事業補助金として１，７１０万９千円を新

規計上しました。 

繰入金は、温泉施設の修繕のため、高齢者いきいき健康増進基金からの繰入

を３７８万３千円追加計上しました。 

一般会計補正予算の財源調整のため、前年度繰越金２４２万９千円を追加計



上しました。 

  

議案第９４号 平成２８年度東栄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

についてですが、補正額は５９９万円の増額補正です。 

 歳出の主なものは、前年度療養給付費清算に係る不足額で６５２万１千円の

追加計上です。 

  

議案第９５号 平成２８年度東栄町簡易水道特別会計補正予算（第４号）につ

いてですが、繰越金確定に伴う財源更正です。 

 

議案第９６号 平成２８年度東栄町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

についてですが、同じく繰越金確定に伴う財源更正です。 

 

議案第９７号 平成２８年度東栄町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）についてですが、マンホールポンプ等の緊急修繕料として５０万円の追加

計上です。 

 

以上でありますが、詳細については副町長始め担当課長から説明をいたしま

すのでよろしくご審議のほどお願いいたします。 

 


